
'08 IMPORT CAR MEETING Rd2
136 台 オートポリス　( 天候 :　　　　コース :　　　　 )

＜走行区分Ａ＞ 参加台数 26 台

練習 EU1300N 参加台数 8 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 1 七田　武尚 鹿児島 　抹茶プリン　ポポ３号 MINI

○ 2 黒木　賢二 宮崎 　たそがれれ～しんぐミニ MINI

－ 3 松本　智史 ？ 　ヒゲ男爵 MINI

－ 4 山本　剛彦 佐賀 　☆チーム・アクトレーシング MINI

○ 5 山本　厚史 福岡 　☆チーム・アクトレーシング MINI

－ 6 川田　淳二 福岡 　ＣＯＺＹ　ＭＩＮＩ－Ｓ MINI

－ 7 小濱　栄二 熊本 　ＢＲＩＴ．ＣＡＦＥ　ＭＩＮＩ MINI

－ 8 田中　義浩 福岡 　ヨシヲ・オブ・ジョイトイ MINI

練習 EU1600N 参加台数 5 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 9 圓尾　弘樹 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　１０６Ｓ１６ PEUGEOT PG-2

－ 10 荒川　治 熊本 　ｅｍｚＥｕｒｏ　サンデーＲ２０６ PEUGEOT

○ 11 工藤　健二 福岡 　プジョーＡ＋Ａ連合 PEUGEOT

－ 12 横山　秀昭 大分 　アルテロッソレーシング１０６ PEUGEOT

○ 13 野田　弘樹 福岡 　ＤＵＡＬＰＯＩＮＴ１０６ PEUGEOT PG-2

練習 EU2000N 参加台数 13 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 14 村岡　洋太 佐賀 　安全黒プント FIAT

－ 15 古賀　大章 福岡 　クラフトガレージ　マルニ BMW

○ 16 青木　大介 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　青木大介とユカイな仲間たち BMW BM-3

○ 17 内田　栄進 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　３１８ｉｓ BMW BM-3

○ 18 田宮　芳孝 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＢＩＬＳＴＥＩＮ　３１８ｉｓ BMW BM-3

－ 19 樽見　昌史 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　２０６ＲＣ PEUGEOT PG-1

○ 20 久原　律子 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　Ｇ☆Ｆ☆Ｗ　イオリちゃん　 PEUGEOT

○ 21 天野　夕輝 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　２０６ＷＲＣ PEUGEOT

－ 22 山崎　隆律 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　１５６ＪＴＳ ALFAROMEO AR-3

○ 23 林田　敦 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　１５５ ALFAROMEO AR-3

○ 24 鍋山　孝治 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　１５６ ALFAROMEO

－ 25 鳥島　征彦 長崎 　アルファ１４７ ALFAROMEO AR-3

○ 26 八坂　啓之 福岡 　ＡＲ１４７ＴＳ　ＧＩＲＡＦＦＥ ALFAROMEO AR-3

総台数 平成20年5月4日



＜走行区分Ｂ＞ 参加台数 36 台

練習 EU1300 参加台数 1 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 27 上野　和洋 鹿児島 　ガレージウエノカストロールミニ MINI

練習 EU1600 参加台数 4 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 28 オレ　タケコネン 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ ＳＡＸＯ CITROEN

－ 29 藍澤　誠治 熊本 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　１０６ PEUGEOT

－ 30 岩尾　雅貴 大分 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＥＮＤＬＥＳＳ　１０６ PEUGEOT

○ 31 石原　秀孝 熊本 　シンバ１０６ PEUGEOT PG-2

練習 EU2000 参加台数 8 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 32 久野　道広 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　２０６ＲＣ PEUGEOT

○ 33 高松　学文 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＳＰＡＲＣＯ　Ｋ２１４５ ALFAROMEO

○ 34 小林　邦彦 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　１５５ＴＳ－ＦV ALFAROMEO

○ 35 小桜　博明 大分 　プロジェクト　ミュー　ゴルフⅢ VOLKSWAGEN

○ 36 緒方　恵 熊本 　ゴルフⅢＲＳ VOLKSWAGEN

－ 37 山本　進一 福岡 　クラフトガレージ　ｉｓ２号 BMW

－ 38 溝見　友一 熊本 　溝見石油ロータスエリーゼ１８Ｋ LOTUS

－ 39 岡部　信隆 福岡 　カエルゴウ　１１１Ｓ LOTUS

練習 EU3000N 参加台数 12 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 40 山下　基一 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　１５６ ALFAROMEO

○ 41 野澤　健児 長崎 　ハマエンジニアリングＴＥＺＺＯ VOLKSWAGEN

○ 42 立田　和政 福岡 　ＢＭＷニューミニクーパーＳ BMW

－ 43 田崎　貴英 熊本 　ＫＴガレージＭ３Ｂ BMW BM-1

－ 44 河野　秀佳 熊本 　ＢＭＷ１３０ｉＭスポーツ６ＭＴ BMW BM-1

－ 45 藤野　学 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＧＴＩ VOLKSWAGEN

－ 46 佐藤　充 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＢＪＸ！！ VOLKSWAGEN

○ 47 村越　俊幸 東京 　テーテークロ AUDI

○ 48 表　貴洋 広島 　ＡＵＤＩ　ＴＴ（並通） AUDI

－ 49 河野　雅美 熊本 　カワノ　オフィス　ＴＴ AUDI

－ 50 永野　克洋 大分 　アルテロッソレーシングきりんＴＴＣ AUDI

－ 51 上野　純一郎 福岡 　ダバイ　アルカナ PORSCHE

練習 EU-RN 参加台数 11 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 52 中村　謙介 福岡 　ＴＳＫ１４７　ｗｉｔｈ　ｅｍｚＥｕｒｏ ALFAROMEO AR-1

－ 53 犬塚　俊房 長崎 　ｅｍｚＥｕｒｏ　Ｍ３ BMW BM-1

○ 54 竹内　信三 大分 　ＢＭＷ－Ｅ４６－３３２ＴＲ BMW

－ 55 大塚　克彦 大分 　アルテロッソレーシング　Ｍ３ BMW

－ 56 松浦　武志 福岡 　ＣＳＢドリーム　カレラ PORSCHE

○ 57 土橋　哲郎 佐賀 　ＧＴ３　ＲＳ PORSCHE

○ 58 立川　登 佐賀 　ポルシェ PORSCHE

○ 59 西東　裕城 熊本 　ラベレッツァ　Ｋ２ポルシェ PORSCHE

○ 60 田中　新二 大分 　アルテロッソレーシングＧＴ－３ PORSCHE

－ 61 福島　健一郎 熊本 　Ｋ２．カレラ９６４ PORSCHE

－ 62 岡原　徹 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　Ｒ３２ VOLKSWAGEN



＜走行区分Ｃ＞ 参加台数 25 台

練習 EU3000 参加台数 3 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 63 辻岡　英明 山口 　Ｐｒｉｍｏ　Ｍｏｔｏｒ　Ｍ３Ｂ BMW

－ 64 脇　澄夫 熊本 　ＩＤｉｎｇ　Ｓ－Ⅲ BMW

○ 65 堀江　一昭 愛知 　Ｋ－ＯＮＥ　Ｅｘｉｇｅ LOTUS

練習 EU-R 参加台数 9 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 66 江本　玄 福岡 　Ｋ２　ＧＴＶ ALFAROMEO

○ 67 瀬戸　貴司 福岡 　クルクルＭ－ｃｏｕｐｅ BMW

○ 68 浦田　憲一郎 大分 　０１ＧＴ３ PORSCHE

－ 69 藤丸　幹修 福岡 　コックローチ・キラー　ポルシェ PORSCHE

○ 70 有村　英一郎 福岡 　ＡＲＩポル＠Ｒ９ PORSCHE

－ 71 河野　光哉 熊本 　水前寺ポルシェＲｄ２ PORSCHE

○ 72 ちりちり９９ 福岡 　ちりちりポルシェ PORSCHE

－ 73 江藤　智 熊本 　ケイツーポルシェ９９３ PORSCHE

○ 74 片山　和孝 熊本 　ポルシェ PORSCHE

練習 EU-SR 参加台数 3 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 88 春岡　龍男 福岡 　ポルシェＧＴ３ PORSCHE

－ 75 浦田　中 福岡 　ノーマルＧＴ３ PORSCHE

－ 76 小川　伸一 福岡 　ターボ３．６ PORSCHE

○ 77 坂本　弘志 福岡 　ジラフ３３５オ～トマ最速セダン BMW

練習 EU-7 参加台数 10 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 78 菊井　秀陸 福岡 　バーキン　セブン CATERHAM

○ 79 桑島　俊春 大分 　Ｊｍｏｄｅスーパーセブン CATERHAM

○ 80 広本　賢郎 大分 　ＷＩＮＤＫＩＳＳ CATERHAM

○ 81 吉川　勝久 福岡 　ロングマン　セブン CATERHAM

－ 82 坂井　美裕 熊本 　ガレージロングマン　セブン CATERHAM

－ 83 笹栗　哲也 福岡 　ガレージロングマン　セヴン CATERHAM

－ 84 杉山　吏司 佐賀 　ガレージロングマン　セブン CATERHAM

○ 85 吉田　顕史 大分 　ヨッシーミラクルセブン CATERHAM

○ 86 阿南　宏 大分 　アンレーシングシネッタ号 CATERHAM

－ 87 工藤　健二 福岡 　コージィレーシングセブン CATERHAM



SR-A 参加台数 24 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

91 岩渕　浩幸 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　Ｍ３ BMW BM-1

92 橋内　浩二 福岡 　ＣＯＺＹ５００ ＰＯＲＳＣＨＥ

93 斉藤　良隆 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＮＢＣＵＰ VOLKSWAGEN VA-1

94 高木　真悟 福岡 　のんびりＧＴＩ VOLKSWAGEN VA-1

95 藤野　裕文 福岡 　Ｂｉｔｔｅ　Ｗｅｓｔ　ゴル吉 VOLKSWAGEN VA-2

96 高木　耕 熊本 　ＤＥＥ　ＳＰＯＲＴ　ＧＯＬＦ１ VOLKSWAGEN VA-2

97 坂本　剛 熊本 　ＶＷ　ＧＴＩ　ＭＫ4 VOLKSWAGEN VA-1

98 増田　和幸 熊本 　ＢＭＷ１１８ｉＭスポーツ６ＭＴ　 BMW BM-3

99 井上　正寿 熊本 　エイ・エム・ジジー M-BENZ

100 下峯　秀一郎 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！ＧＯＬＦ２　１号 VOLKSWAGEN VA-2

101 坂井　丈 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！ＧＯＬＦ２　２号 VOLKSWAGEN VA-2

102 山崎　昭毅 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！ＧＯＬＦ２　３号 VOLKSWAGEN VA-2

103 中条　公雄 福岡 　ＲＩＤＥＲＳ　ＧＯＬＦ３　ＧＴＩ VOLKSWAGEN VA-2

104 矢野　匡 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！アルファ１４５ ALFAROMEO

105 山崎　健司 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！エクシージ LOTUS

106 田中　隆博 福岡 　ＥＸＩＧＥ０１ LOTUS

107 芝田　昭雄 福岡 　プジョーＳ２Ｓ PEUGEOT

108 杉浦　賢司 佐賀 　ルノースポールスピダー RENAULT

109 匝瑳　康介 福岡 　プント　ラリー FIAT

110 立石　直輝 福岡 　トリミパンダ３号車 FIAT

111 鳥実　大志 佐賀 　トリミパンダ２号車ノーマル FIAT

112 新山　忠 福岡 　おやびんミニあさげＳＰＬ MINI

113 大塚　弓 福岡 　あさがけまるーんきゅうみにごう MINI

114 八木下　弘史 福岡 　ミニ１１１ MINI

SR-B 参加台数 25 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

115 李　忠行 福岡 　ＡＰＲ　Ｇ５Ｒ３２ VOLKSWAGEN VA-1

116 中尾　亮太 佐賀 　ルノークリオＶ６トロフィー RENAULT

117 鶴　修一朗 熊本 　Ａｕｄｉ(T_T)/̃̃̃ AUDI VA-1

118 山中　幸一 熊本 　みらの＠今日は仕事早く帰るよ！ BMW BM-1

119 山本　新一郎 熊本 　ＢＭＷ　Ｚ４　２．５ BMW BM-2

120 一丸　大輔 大分 　アルテロッソレーシングミニ BMW

121 櫻井　盟士 長崎 　ＧＳＡ　Ｅ４６　Ｍ３ BMW BM-1

122 成清　輝三 福岡 　ビッテウエスト　Ｍ５ BMW BM-1

123 奥　孝彦 福岡 　ＢＭＷ　Ｍ３Ｃ　通勤仕様 BMW

124 市原　浩行 福岡 　グランドスラムジラフＥ９２Ｍ３ BMW BM-1

125 田尻　泰典 福岡 　ＧＡＬＬＡＲＤＯ LAMBORGHINI

126 江川 福岡 　ポルシェ　９９７ PORSCHE

127 兼村　博文 福岡 　ポルシェ PORSCHE

128 高村　和弘 福岡 　ケロヨンポルシェ PORSCHE

129 　９２８ＦＯＲＥＶＥＲ 福岡 　９２８ＦＯＲＥＶＥＲ PORSCHE

130 吉田　好晴 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！９９６カレラ２ PORSCHE

131 釜付　眞一 鹿児島 　エボリューション宮崎 PORSCHE

132 山田　公次 鹿児島 　チームエボ PORSCHE

133 釜付　健太郎 鹿児島 　ポルシェ９１１　黄色 PORSCHE

134 山内　比呂志 熊本 　Ｋ２ガレージカレラ２ PORSCHE

135 白石　晃一 熊本 　赤ポルシェ PORSCHE

136 十時　良久 大阪 　アウディＴＯＴＯ号 AUDI VA-1

136 福井　ヒデキ 京都 　Ｈ－ＳＰＯＲＴ　ＴＴ AUDI VA-1

137 本村　聡 福岡 　Ｆｅｒｒａｒｉ FERRARI

138 松本 福岡 　フェラーリ３６０ FERRARI


